
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●当健康保険組合では保険事業の業務の一部を外部業者に委託することがあります。 

 

１．加入者個人向けポータルサイト開発・運用・保守 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

・健診結果関連  ：記号・番号、氏名、事業所、健康診断事業の検査値の内、特定健康診査に 

関わる項目 

・医療費関連   ：記号・番号、被保険者氏名、対象者氏名、医療機関名、診療年月、総医療費、 

自己負担相当額 

・ジェネリック関連：記号・番号、被保険者氏名、対象者氏名、診療年月、医療機関、調剤薬局、 

薬品名、薬剤費、 

Ⅱ.委託先 

・株式会社 法研 ：東京都中央区銀座 1-10-1 代表取締役社長 東島 俊一 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・健診結果関連  ：該当者の過去３年間の健診結果推移データ・特定保健指導完結の開示 

・医療費関連   ：該当者が医療機関で支払った医療費データ開示 

・ジェネリック関連：該当者が医療機関または調剤薬局等で支払った薬剤費とジェネリック医薬品 

に替えた場合の差額情報開示 

 

２．人間ドック（健康診断）等健診予約システムのサイト開発・運用・保守 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

・記号・番号、被保険者氏名、被扶養配偶者氏名、受診者住所、受診者生年月日、事業所 

Ⅱ.委託先 

・株式会社 法研 ：東京都中央区銀座 1-10-1 代表取締役社長 東島 俊一 

・株式会社 バリューＨＲ ：東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-24 代表取締役社長 藤田 美智雄 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・申込者の受診資格確認のため 

 

３．人間ドック（健康診断）等健康診断（予約システム以外） 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

記号・番号、被保険者氏名、受診者氏名、受診者生年月日、住所情報、電話番号、事業所 

受診医療機関、受診日、オプション検査、など申込書に記載の項目 

Ⅱ.委託先 

・受診者が受診予約した医療機関 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・健康診断の事前準備や資格確認のため 

 

 

個人情報を「第三者」に該当しない者に提供する事項 

（参考）個人情報の保護に関する法律 
 
（第三者提供の制限）第２３条 
５ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、
第三者に該当しないものとする。 
一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は
一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 

－中略－ 
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その
旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及
び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知
し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 



４．巡回レディース健診 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

受診希望者、アンケート未回答者の記号・番号、被保険者氏名、被扶養者氏名、住所情報 

Ⅱ.委託先 

・一般社団法人 全国健康増進協議会 ：東京都文京区小石川 1-10-13 代表理事 田中 勝 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・対象者へ申込書類等を送付のため 

 

５．健康自主管理グッズの配布 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

被保険者氏名、事業所、所属 

Ⅱ.委託先 

・見積り等により随時決定する 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・対象者へ申込書類等を送付のため 

 

６．キャンペーン案内・集計・賞品発送 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

記号・番号、氏名、性別、年齢、事業所、所属 

Ⅱ.委託先 

・株式会社 あまの創健 ：愛知県名古屋市東区泉 2-20-20 代表取締役社長 天野 源之 

・サンヴァーテックス 株式会社 ：群馬県高崎市岩押町 1-15 代表取締役社長 小川 典子 

・株式会社 アーテム ：大阪府大阪市生野区巽南 5-5-13 代表取締役社長 中辻 公宏 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・株式会社 あまの創健    ：資格確認、事業所経由で対象者へ商品を送付のため 

・事業所           ：対象者へ商品を配布 

・サンヴァーテックス 株式会社：対象者へ商品を送付のため 

・株式会社 アーテム     ：資格確認、事業所経由で対象者へ商品を送付のため 

７.柔整レセプト点検 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

記号・番号、氏名、生年月日、住所、負傷名、負傷・所見・施術開始・施術終了年月日 

施術日、施術内容、施術金額 

Ⅱ.委託先 

・ガリバーインターナショナル 株式会社 ：大阪府大阪市北区豊崎 3-6-17 

代表取締役 倉林 敏明 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・柔整レセプト点検、審査、内容調査、支払処理のため 

 

８.育児誌の配布 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

記号・番号、氏名、住所 

Ⅱ.委託先 

・株式会社 赤ちゃんとママ社 ：東京都新宿区元塩町 23 代表取締役 小山 敦司 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・対象者へ育児誌を送付するため 

 

 

 

 

 

 



９.レセプト・健診データ分析とデータヘルス計画向け基礎レポート作成 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

事業所、性別、生年月日、医療保険の資格情報（加入・脱退時期、本人・家族区分等）、 

レセプトの受診履歴、健診の受診履歴、 

（郵便番号、住所、氏名、電話番号、各種のＩＤ番号は含まれません） 

Ⅱ.委託先 

・株式会社 ＪＭＤＣ ：東京都港区芝大門 2-5-5 代表取締役 松島 陽介 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

・分析結果による課題抽出、事業主との課題共有のため 

・データヘルス計画や保健事業計画の作成・実施のため 

 

１０.医療費通知・後発医薬品差額通知作成 

  Ⅰ.提供する個人データの項目 

・医療費関連   ：記号・番号、被保険者氏名、対象者氏名、事業所、所属、診療年月、 

医療機関、調剤薬局、総医療費、各給付金額、自己負担相当額 

・ジェネリック関連：記号・番号、被保険者氏名、対象者氏名、事業所、所属、診療年月、 

医療機関、調剤薬局、薬品名、薬剤費 

  Ⅱ.委託先 

   ・光ビジネスフォーム 株式会社 ：東京都新宿区西新宿 2-6-1 代表取締役社長 林 陽一 

  Ⅲ.利用する者の利用目的 

   ・対象者への通知作成 

 

１１.外部委託による特定保健指導（医療機関以外の専門有資格健康相談員によるサポート業者） 

  Ⅰ.提供する個人データの項目 

    記号・番号、被保険者氏名、対象者氏名、生年月日、住所情報、電話番号、事業所、所属 

    医療機関、受診日、特定健康診査に関わる項目、特定保健指導の階層化判定値 

  Ⅱ.委託先 

   ・ＳＯＭＰＯヘルスサポート 株式会社 ：東京都千代田区神田淡路町 1-2-3 代表取締役社長  

    角 秀洋 

・株式会社 法研 ：東京都中央区銀座 1-10-1 代表取締役社長 東島 俊一 

  Ⅲ.利用する者の利用目的 

   ・申込書の作成、申込者の特定保健指導実施書類の作成 

 

１２.生活習慣病治療放置群に対する受診勧奨、慢性腎臓病重症化予防を目的としたリスク対象者へ 

受診勧奨通知の発行 

Ⅰ.提供する個人データの項目 

事業所、性別、生年月日、医療保険の資格情報（加入・脱退時期、本人・家族区分等）、 

レセプトの受診履歴、健診の受診履歴、 

（郵便番号、住所、氏名、電話番号、各種のＩＤ番号は含まれません） 

Ⅱ.委託先 

・株式会社 ＪＭＤＣ ：東京都港区芝大門 2-5-5 代表取締役 松島 陽介 

Ⅲ.利用する者の利用目的 

   ・対象者への通知作成 

 

 

  



 

●当健康保険組合では特定の者との間で個人データを共同して利用することがあります。 

 

 

 

健康保険組合連合会（以下「健保連」という）では、健康保険法附則第 2 条に基づく事業で、健康保険

組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を交付する事業を行っています。 

当健康保険組合もこの事業に参加し、交付を受けるため診療報酬明細書（（調剤報酬明細書を含む）以下

「レセプト」という）データを健保連と共同で利用しています。 

個人情報保護法においては、特定の者との間での共同利用については第三者提供には当りませんが、法

律で求められている事項について、次の通りお知らせいたします。 

 

1.共同事業で個人データを利用する趣旨 

この事業の申請のために、電子レセプトの CSV 情報、もしくは紙レセプトのコピーと当該レセプト患者

氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、請求金額などを記録した「交付金交付申請総括明細

データ」を健保連・高額医療グループに提出します。 

 

2.共同利用する個人データの項目 

「1」の「交付金交付申請総括明細データ」の記録項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 

 

3.個人データを利用する者の範囲 

・太陽誘電健康保険組合：高額医療交付金交付事業担当者 

・健保連       ：高額医療交付金交付事業担当者、高額医療グループマネージャー及び 

健保連のデータ処理委託業者 

（公益財団法人日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社） 

 

4.利用する者の利用目的 

当健康保険組合は「1」の事業申請を行うことにより、交付を受けるために利用します。 

健保連担当グループは、当健康保険組合からの申請に間違いないかをチェックし、適正な交付を行う 

ために利用します。 

 

5.レセプトデータ等の管理責任者の氏名または名称及び住所並びに法人の代表者氏名 

・太陽誘電健康保険組合：群馬県高崎市栄町 8-1 

     理事長 藤川 巌 

     管理責任者 常務理事   

・健康保険組合連合会 ：東京都港区南青山 1-24-4 

     会長 宮永 俊一 

          管理責任者 組合サポート部 部長 

 

 

  

健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業による個人情報の共同利用 



 

 

 

当健康保険組合では、健康診断や人間ドック等（以下「健康診断」という）について組合加入事業主（以

下「事業主」という）と共同実施し、その健診結果データ等を共同利用しております。なお、共同実施に

あたっては、該当事業主と当健康保険組合が個別に覚書を結び、該当事業主の被保険者（従業員）にそ

の内容をお知らせの上実施しております。 

個人情報保護法においては、特定の者との間での個人データの共同利用については第三者提供には当ら

ず、当健康保険組合では健康結果データ提供がこれに該当しますが、法律で求められている事項につい

て、次の通りお知らせいたします。 

 

1.個人データを共同利用する趣旨 

健康保険組合と事業主が共同で健康診断を実施し、その健診結果等の情報を共有・活用することが被保

険者の健康管理や健康増進を図る上でより効率的、効果的であるため。 

 

2.共同利用する個人データの項目 

・事業主が行う定期健康診断及び同時に行う健診項目の検査値とその判定結果、総合判定、指導事項、

問診結果 

検査分類 検査項目 

問診票 服薬歴、喫煙歴、既往歴他 

診察 問診・聴打診 

身体計測 身長・体重・ＢＭＩ・腹囲測定 

眼科検査 視力検査 

血圧検査 血圧測定 

尿検査 糖・蛋白・尿酸値 

胸部 X線 間接撮影 

耳鼻科検査 聴力検査（1,000Hz・4,000Hz） 

心電図 12 誘導 

 

 

血液検査 

貧血検査（赤血球数・ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ・ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ） 

肝機能検査（GOT・GPT・γ-GTP） 

血中脂質検査（LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪） 

糖尿検査（HbA1c・空腹時血糖） 

腎機能検査（ｸﾚｱﾁﾆﾝ） 

胃がん検査 間接撮影 

便潜血検査 便潜血検査（2日法） 

・人間ドックの健診データの全て 

・健診未受診者情報 

 

3.個人データを利用する者の範囲 

・太陽誘電健康保険組合：保健事業担当者、事務長 

・事業主       ：健康管理室の看護職やその補助業務を行う者。 

     委託または派遣の看護職等 

     入手した健診データを端末に取り込んだり、リストを作成する者。 

     健診データを利用して事業所における分析を行う者。 

     産業医  

 

4.利用する者の利用目的 

健康保険組合と事業主は疾病の予防と健康の保持・増進を目的に、健康相談、健診事後指導や医療機関

への受診勧奨等を共同して行うため、また健診結果分析を行なうために利用します。 

 

健診における個人情報の事業主との共同利用 



5.データ管理責任者の氏名または名称 

・太陽誘電健康保険組合：常務理事 

・事業主       ：覚書を締結した事業所担当部署の責任者 

 

 

 

 

健康保険組合連合会（以下「健保連」という）の特別保健福祉（補助）事業により、健保連群馬連合 

会（以下「健保連群馬連合会」という）が会員組合である各健康保険組合との共同事業として行う保 

健師等派遣事業を行っています。当健康保険組合もこの事業に参加し、保健師等が不在の事業主への 

保健師等派遣を受け、健康相談、健診事後指導や医療機関への受診勧奨等を実施しています。 

この際、保健師等に健診結果データ等を提供します。 

個人情報保護法においては、特定の者との間での個人データの共同利用については第三者提供には当 

たりませんが、法律で求められている事項について、次の通りお知らせいたします。 

 

1.共同事業で個人データを利用する趣旨 

事業主の規模等によっては保健師等の雇用が難しい場合があり、健保連群馬連合会の事業に参加する 

ことで事業主の負担を抑え、保健指導を実施するため 

 

2.共同利用する個人データの項目 

「健診における個人情報の事業主との共同利用」に記載のデータ項目と対象者の記号番号、所属 

 

3.個人データを利用する者の範囲 

・太陽誘電健康保険組合 ：事務長または常務理事 

・当事業に参加する事業主：担当部署 

・健保連群馬連合会   ：保健師等（指導員） 

 

4.利用する者の利用目的 

当事業に参加する事業主は健診後のフォローにより疾病の早期発見・早期治療や健康の保持増進の 

ために利用します。 

健保連群馬連合会（保健師）は、対象者の健診結果の説明や対処、関連する日常生活の指導を行う 

ために利用します。 

 

5.データ管理責任者の氏名または名称 

・太陽誘電健康保険組合 ：常務理事 

・当事業に参加する事業主：担当部署の責任者 

・健保連群馬連合会   ：常任理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険組合群馬連合会の保健師派遣事業の共同事業による共同利用 


